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日 開演 入場料 ホール

４日(月) 関係者 マ

５日(火) 関係者 大

７日(木) 関係者 マ

10日(日) 14:00 関係者 マ

17日(日) 関係者 マ

28日(木) 12:20 無料
ホール棟
ロビー

30日(土) 関係者 マ

31日(日) 13:30 事前申込要 大

日 開演 入場料 ホール

６日(土) 9:00 関係者 大

７日(日) 関係者 マ

８日(月) 14:00 関係者 マ

10日(水) 12:20 無料
ホール棟
ロビー

11日(木) 13:30 関係者 マ

17日(水) 関係者 大

20.21日
(土日)

大・マ

28日(日) 10:00
500円

(当日700円)
大

日 開演 入場料 ホール

４日(日) 関係者 大

11日(日) 関係者 マ

12日(月) 13:00 6,800円 大

13日(火) 関係者 マ

15日(木) 関係者 マ

17～19日
(土～月)

10:00 無料 マ

18日(日) 1,000円 大

21日(水) 関係者 マ

23日(金祝) 関係者 大

24日(土) 関係者 マ

25日(日) 関係者 マ

29日(木) 12:20 無料
ホール棟
ロビー

日本総合教育専門学校

ロビーコンサート 玉名市文化課・玉名市民会館

熊本県高等学校「同和」教育研究大会 熊本県高等学校同和教育研究会

イベント

労働衛生管理講習会 労働基準協会玉名支部

玉名市文化課・玉名市民会館

熊本労働局職業安定課公正採用研修会

前川 清ファミリーコンサート

玉名市防災安全課

ソワード

健康ダンスおさらい会

ピアノ発表会

【一般財団法人玉名市自治振興公社管理施設】玉名市民会館会議棟・ホール棟/玉名勤労者体育センター/玉名市弓道場/小岱山ふるさ
と自然公園ビジターセンター

【問合せ】玉名市民会館（一般財団法人玉名市自治振興公社） TEL：0968-73-5107　FAX：0968-73-5108
住所　〒865-0016　熊本県玉名市岩崎152番地２　 HP：http://ｗｗｗ.ｔ-siminkaikan.jp

イベントの問合せ先は、玉名市民会館へお尋ねください。

問合せ先

熊本県消防操法大会　開・閉会式

イベント 問合せ先

健康づくり演芸会 玉名市老人クラブ連合会

TKUヒューマンプレミアム商品券取扱い加盟店への説明会

和太鼓の公演 荒尾太鼓

夢工房夢工房展示会

全体研修会 民生委員児童委員連絡協議会

高校生向けの講義 熊大高大連携推進室

玉名市高齢介護課金婚夫婦表彰式典

ピアノ発表会
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ハローワーク玉名企業説明会

熊本県安全運転管理者等協議会

大＝大ホール　マ＝マルチホール
イベント 問合せ先

安全運転管理者法定講習

TKUヒューマンプレミアム商品券取扱い加盟店への説明会

健康ダンス発表会

ピアノ発表会

ロビーコンサート 玉名市文化課・玉名市民会館

熊本日日新聞社地域創成部

協和キリン九州山口小児がん研究会　学会

ロビーコンサート

玉名市民会館
☆玉名市民会館自主文化事業☆
優秀映画　たまきな映画の集い

くまもと子ども芸術祭2022inたまな 玉名市文化課

玉名市人権教育研究大会 玉名市人権教育推進協議会

「金栗四三を語る」シンポジウム

瓦版
玉名市民会館ホールの主なイベント情報

令和4年7月1日現在の情報です。新型コロナウイルスの状況次第では、瓦版発行後にイベントが中止になる場合もあります。

一般財団法人玉名市自治振興公社（玉名市民会館）TEL：0968-73-5107

瓦版内容案内

・優秀映画の案内（詳細は中ページ）

・市民会館ホールイベント情報

・管理施設、スタッフ紹介

・狂言公演、ピアノを弾こう実施報告

7月
～かわらばん～

8月

9月

筆者のつぶやき
6月初旬、市民会館会議棟の身障者用駐車所上部

に、”イソヒヨドリ”が巣を作りました。親鳥がきれいな

青色で、「鳥可愛い！」と思いながら毎日ひっそり観

察しています。そんな中、3羽いたヒナの内1羽が死

んでしまい悲しくなりましたが、残りの2羽は孵化から

約2週間後には無事巣立ちました。

元気でね～！

※詳細は内ページにあります。※3本ともカラー映像です。

櫻の園(1990年)
出演：中島ひろ子、つみきみほ、白島靖代

女子高校の演劇部員たちによる「桜の園」の開演前の2時間の

物語。

お引越し(1993年)
出演：田畑智子、中井貴一、桜田淳子

離婚を前提に別居に入った両親を持つ11歳の少女の葛藤や成長の

物語。

今年も開催！8月28日(日)

優秀映画鑑賞「たまきな映画の集い」

転校生(1982年)
出演：尾美としのり、小林聡美

「おれがあいつであいつがおれで・・・？！」思春期の中学

生の男女の青春映画。
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玉名市自治振興公社の管理施設

コロナ禍での規制緩和による施設利用の増加や、ベテラン職員の定年退職により、玉名市自治振興公社は目まぐるしく忙しい毎日

です。そんな中強力な助っ人として、玉名市民会館の受付業務に新しくお二人来ていただいています。すでに対応させて頂いたお客

様にも初めての方にも、あたらめてご紹介させていただきます。皆さまよろしくお願いします。

（一財）玉名市自治振興公社（玉名市民会館会議棟内）は、市の公共施設4つと、小岱山にある

県立公園内の施設を管理しています。

管理施設は、玉名市民会館会議棟、玉名市民会館ホール棟、玉名勤労者体育センター、玉名

市弓道場、小岱山ふるさと自然公園ビジターセンターです。また玉名市民会館が主催となる”自主

文化事業”を毎年行っています。右ページにはイベントの紹介や実施報告を載せています。

市民会館スタッフのご紹介

《1本目》 転校生 10：00～11：53（113分） カラー映像（1982年）

“男の子と女の子の体が入れ替わってしまった”思春期の中学生の男女を描いた青春映画。原作は山中恒の『おれがあいつであいつ

がおれで』を映画化。「尾道転校生 」と呼ばれる事も多い作品。

《2本目》 櫻の園 12：15～13：51（96分） カラー映像（1990年）
毎年創立記念日にチェーホフの「櫻の園」を上演する女子高演劇部を舞台に、それに携わる少女たちの開演までの2時間の出来事を描

く。吉田秋生原作の同名漫画を映画化した作品。

《3本目》 お引越し 14：05～16：09（124分） カラー映像（1993年）
離婚を前提に別居に入った両親を持つ11歳の少女の揺れ動く気持ちの葛藤と成長を、周囲の人々との交流を通して描くドラマ。ひ

こ・田中の同名作品を原作に、奥寺佐渡子と小此木聡が共同脚色。田畑智子のデビュー 作品であり、桜田淳子の最後の出演作品。

8 30 12 30

二人が来てくれていなかったら、今年度の事務所はきちんと機能していなかったであろうと感じる今日この頃。業務中、

職員みんなが忙しく「あ！次にこれをやっておかなければ！」と思ったときにはすでにやってくれていたりと、とても頼も

しい存在となっています。古参メンバーを少数精鋭と表現していただき嬉しい限りです。まだまだこれから忙しくなります

ので、みんなで頑張っていきたいと思います。皆さまこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

12 30 16 30

オオムラさん

ホリエさん

【玉名市民会館会議棟／自治公社事務所】

第一会議室（180人）、第二会議室（90人）、第

三会議室（45人）、第四会議室（30人）、 第五

会議室（24人）、和室（6畳6～8人）

平屋建てで、玉名市役所の隣です。

会議だけでなく、講演会、セミナー、展示会など幅広い利用をいただいて

います。令和4年現在利用が非常に増えています。空き状況は市民会館

ホームページでも確認可能です。お問合せは0968-73-5107玉名市民会館

事務局まで。

研修会、講演会、セミナー、発表会、展示会など幅広い利用をいただいて

います。令和4年現在は、イベントが多い月で10本以上予定が入っています。

お問合せは0968-73-5107玉名市民会館事務局まで。

【玉名勤労者体育センター】

バドミントンコート6面分

（バレーボール・バスケットボール2面

分）

老若男女、毎日にぎわっています。

お問合せは0968-73-5706まで。

【玉名市弓道場】

鉄骨木造平屋建(六人立)

玉名市弓道連盟の方が毎日練習さ

れています。もちろん一般の方の利

用も可能です。お問合せは0968-73-

5706まで。

【小岱山ふるさと自然公園ビジターセ

ンター／丸山キャンプ場】

山中はとても涼しく過ごしやすく、季

節が良い時は登山客やキャンプ利用

者でとてもにぎわっています。お問合

せは0968-73-3900まで。

【開催】８月２８日（日） 玉名市民会館大ホール（ホール棟）

【チケット】前売500円（当日700円） ※1本でも3本でも料金は同じです。

【プレイガイド】玉名市民会館会議棟、荒尾総合文化センター、ながす未来館、原楽器店

【主催・お問合せ】玉名市民会館 0968-73-5107（8：30～17：00）

6月11日.12日（土日）に、「市民会館ホールでピアノを弾こう♪」を

開催しました。好評につき第4弾を迎え、今回は全枠応募があり、2

日間で14組の皆様にホールでの演奏を堪能していただきました。

今回で2回目の参加となるニシジマさんご家族は、毎回手作りの

プログラムを作成し、50分の演奏時間で家族だけの楽しい演奏会

をされていました。

回を重ねるごとに、個人演奏だけでなく、家族だけの発表会など

と、いろいろな工夫をいただけるイベントとなっており、これからも

様々な形のピアノを弾こうが観れることを楽しみにしています。次

回は来年2月頃を予定しています。

↑手作りのプログラム♫内容が盛り

だくさん！素敵～( *´艸｀)思わずカ

メラでパシャリ！

またの参加をおまちしてます！

今回は、1980年代～1990年代の映画3本立て！1本でも3本でも500円のお得な人

気イベント開催！たくさんのご来場をお待ちしております！

野村萬斎・裕基 親子狂言公演

6月30日（木）、前日に異例の梅雨明けという暑い中、

「野村萬斎・裕基 親子狂言公演」を開催しました。本公

演は休憩含め約2時間の公演でした。

野村萬斎さんによる「狂言のおはなし」から始まり、深

田博治さんが太郎冠者を務める狂言「千鳥」、萬斎さんと

裕基さんによる狂言「舟渡聟」の内容でお送りしました。

狂言を見たことがない方も多数いらっしゃる中、現代の

言葉遣いではないものの、一つ一つの所作や演者の表

現が合わさって、会場からアハハと笑いが出る楽しい時

間でした。狂言2演目ともお酒が係る内容で、 お酒をどう

にか手に入れようとする主人公の試行錯誤する様子が、

酒好きの方には共感できる部分もあったのではないで

しょうか。両作品とも駆け引きがとても面白く楽しい作品

でした。

これを機に「狂言」にご興味を持たれた方が少しでもい

らっしゃいましたら、7月の福岡大濠公園能楽堂、熊本の

県立劇場、9月には大分の平和市民公演能楽堂で開催

される夏季狂言公演にも、是非足を運んでみてください。

優秀映画鑑賞推進事業

【玉名市民会館ホール棟】

大ホール（固定席811席、車いす4席分、親子

席11席）

マルチホール（後部ロールバックチェア220席、

前部スタッキングチェア84席）

練習スタジオ

合同庁舎隣、玉名市役所の真向いです。

←狂言のおはなしでの萬斎さん

狂言の舞台のお話や、狂言にまつわる

お話を30分たっぷりしていただき、次の

2演目への興味がさらに湧きました。

狂言「舟渡聟」→

妻の実家へ初めて挨拶へ向かう聟（裕

基）の持つ酒樽をもらおうと、酒好きの船

頭（萬斎）が舟を激しく揺らしたり漕ぐのを

やめたりする場面は、親子ならではの息

のあった演技でした。

弾き初めは緊張しますが、

時間が経つにつれ慣れて

きますよ♪

狂言「千鳥」→

支払いの滞っている酒屋から、代金なしで

酒を取ってくるよう主人から申し付けられ

た太郎冠者（深田博治）が、話好きの酒屋

につけ込み千鳥の話や山鉾を引く話をし

て酒を持ち出そうとする駆け引きが面白い。


